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「年男にあたり」
高岩  勝人

（昭和 42 年 5 月 11 日生）

　今年で4度目の年男を迎えまし
た。最近では同級生といると家族
や仕事の話よりも血糖値や尿酸値
がどうかといった病気に関わる話
題が多くなってきました(笑)。健康
を気にする年齢になったという事
でしょうか。

　私の政治テーマは今年も「自立・自律」です。これは何
も個人にだけ当てはまるものではなく、自治体運営にも
該当すると思っています。
　政府は今年を地方創生の元年と位置づけ地方の活性
化に本腰を入れ始めました。私は地方が元気にならなけ
れば日本が元気にならないと考えており、地方が元気に
なる為には財政の自立と教育の自律が必要だと訴えてき
ました。
　財政の自立では、自主財源比率を上げるよう提案して
います。現状の金沢市の自主財源比率は55.4％ですが、
自主財源の中身は市民税や地方消費税ですので経済が
活性化すると財源が増えます。その為、北陸新幹線金沢
駅開業は税収アップの絶好のチャンスと言える事から持
続的経済発展に繋がる施策の推進に力を注いでいきます。
　教育の自律では、私は自虐史観に囚われている人を見
ると残念に思います。イギリスBBCが毎年行っている世
界世論調査による「世界で良い影響を与えている国」で
は日本は常に５位以内に入っているのに自虐史観を訴え
ている人は何を根拠に日本を嫌うのか。その答えを探っ
ていると教科書に問題がある事が分かりました。特に小
中の歴史・公民の教科書を読みますと日本が嫌いになる
ように教えているのではないかと思ってしまう程です。こ
れでは自虐史観を植え付けられて当然だと思ってしまい

ますが、ではなぜこのような教科書が採択され続けてき
たのか。その答えは日本の教育行政が自律していない為
にどのような日本人に育てるのかという明確な答えに
欠けているからです。今年は中学校教科書採択の年です。
教育行政の自律への一歩の為にしっかりと見定めていき
ます。
　今年もご指導ご鞭撻をお願い致します。

「2015年　未年を迎えて」
北  総一朗

（昭和 42 年 7 月 26 日生）

　これまで生きてきた48年を振り
かえってみると、かなり自由に我が
ままに時間を過ごしてきた気がし
ます。とても早いスピードで移り変
わっていく時代の中で有意義な出
会いに喜び、新しい刺激を受けた
体験から多くを学び、自分自身の

思考・視野を広げることができました。また残念なこと
ですが、必要のない出会いや裏切りにもあい、怒りや苛
立ちの中で苦悩もしてきました。これらすべてが今日の
自分を構成する要素であると思っています。
　今年は金沢に観光やビジネスで大きな変化が生れる年。
多くの方が来県して頂ける反面、流失していく人・企業も
かなり多いのではないかと思います。そんな中、自社の事
業（造園・環境）も、この変化に対応し、大きなチャンスと
してとらえて事業展開し、またどの様に、金沢の魅力アッ
プ・街作りに貢献していけるのか。
　今年4回目のヒツジ年を迎え、これまで自分の中に形
成されてきた常識や基準を見直して、金沢で事業を行う
者としてはもちろん金沢の一市民としても貢献していき
たいと思っています。
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年男からのメッセージ①

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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◆3月理事役員会
日　時：3月9日（月）　13:45〜
場　所：金沢東RC事務局

◆会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：3月15日（日）　13:30〜19:00
場　所：金沢国際ホテル
会　費：10,000円（クラブ負担）
出席予定者：岩木

◆3月親睦委員会
日　時：3月23日（月）　18:30〜
場　所：たけし
会　費：6,000円

◆金沢8RC新旧幹事会
日　時：3月26日（木）　13:40〜
場　所：松魚亭　2Ｆ「洋室」
出席予定者：竹松、能登

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：4月4日（土）　8:31スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆東京東RC 60周年記念式典
日　時：4月10日（金）　16:30〜20:40
場　所：ホテルニューオータニ
※4/13（月）昼の例会はありません。

◆次年度打合せ会
日　時：4月13日（月）　18:30〜
場　所：石亭

◆金沢RC 80周年記念大会
日　時：4月25日（土）　13:00〜
場　所：石川県立能楽堂及び金沢城址公園内特設会場
出席予定者：別川、竹松、岩木、田中、厚見

◆金沢RC 80周年記念ゴルフ大会
日　時：4月26日（日）　9:00スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」
会　費：7,000円（プレー代各自負担）

井上…先程、末娘の高校の卒業式に行ってまいりました。親としてまた一
つ、肩の荷が下りたようでもあり、また寂しくもありと、チョット複
雑な心境です。

竹松…誕生日のお祝いを頂戴し、ありがとうございました。17日で53歳に
なります。光陰矢の如しです。

浅田久太…誕生日祝をありがとうございます。
橋本…結婚記念日のお祝、ありがとうございました。24年目になります。

共に元気に、明るくやって行きたいと願っています。
太田有彦…結婚記念日祝をありがとうございます。丁度、20年の記念日で

す。記念日当日まで16日ありますが、それまでに忘れないよう頑張
ります。

金谷…1年、1年、時が経つのも早いものですね。いつまでも仲良くしてい
きます。

坂本…結婚記念日祝、15カ年配偶者表彰と、いろいろありがとうございま
した。

村田…結婚記念日お祝、ありがとうございます。
向井…来週3月9日の月曜日に、私共のグループ会社が経営する「金沢彩

の庭ホテル」がオープンセレモニーを開催いたします。そのため、私
は来週の例会を欠席いたしますので、ご容赦ください。因みに翌10
日にホテルの内覧会を催しております。金沢東ロータリークラブの
皆様で興味を持っていただいておられる方には、是非見学してい
ただければ、ありがたく存じます。3月10日（火）14時〜17時の間、
お待ちしております。土建屋向井ではない、ホテルマン・ムカイを
見に来てください。

　累計　1,149,970円　

❖ 3 月 2 日（月）例会報告❖

■出席率報告
  2月16日 53 ／ 95　ホームクラブ　55.79％
  2月  8日 95 ／ 95　補正出席率　　100％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

❖ 3 月 9 日（月）例会 ❖

■ソング
“我等の生業”
“R-O-T-A-R-Y”

■本日の卓話
  3月  9日 ㈱四十萬谷本舗　代表取締役社長
  四

し じ ま や

十万谷正
まさひさ

久氏（金沢香林坊RC）
  「ふるさとの野菜と伝統発酵食」

■例会卓話予定
  3月16日  日本光電中部㈱北陸支社長　西

にしむら

村忠
ただひろ

弘氏
  「未定」
  3月23日 石川県南加賀保健福祉センター
  所長　沼

ぬ ま た

田直
な お こ

子氏
  「児童虐待対応　〜最前線からの報告」
  3月30日 金沢商業高校インターアクトクラブ
  顧問　上

う え だ

田正
まさひろ

弘氏  他 生徒達
  「金沢商業高等学校インターアクト部の
     活動について」

■ニコニコBox（敬称略）
立木会長、野瀬幹事（東京東RC）…来る4月10日、東京東RC60周年セレ

モニーにどうぞ皆様、賑やかにお越しください。当クラブ会員一同、
精一杯の“おもてなし”を…と準備しております。

東京東ロータリークラブ一同…本日は東京東ロータリークラブの60周年
記念例会のご案内にお伺いいたしました。皆様の参加を楽しみにし
ております。

別川…本日例会に、東京東ロータリーの立木会長ほか多くの方に出席いた
だき、ありがとうございます。4月10日の60周年記念例会が楽しみ
です。

浅田裕久…東京東RCの立木会長、野瀬幹事、富田委員長、金子様、わざわ
ざお越しくださり、ありがとうございます。4月10日には、大勢でお
邪魔しますのでよろしくお願いいたします。

厚見…東京東ロータリークラブの皆様、ようこそお越しくださいました。
来月、大挙して上京いたしますので、よろしくお願いいたします。

竹松…東京東ロータリークラブの立木正夫会長、野瀬純郎幹事、富田康義
様、金子勝明様のご来訪を心より歓迎いたします。4/10の創立60
周年記念式典を楽しみにいたしております。

浅田久太…友人であり、コーチである杉本英宣氏を、卓話ゲストにお迎え
できました。今年度プログラム委員会のテーマである体験型の30
分、楽しみにしています。

〈 3月例会メニュー 〉
  9日 〈洋食〉春の恵みを添えて（牛フィレ肉の網焼き）

16日 〈中華〉春野菜を使って（能登豚と春キャベツの辛子味噌炒め）

23日 〈和食〉お花見御膳（蛸柔らか煮・海老、蛍烏賊天麩羅）

30日 〈洋食〉魚介のミルフィーユ仕立て（蛍烏賊を添えて）

3 月は識字率向上月間です

R-O-T-A-R-Y
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary,
R-O-T-A-R-Y,

is  known  on  land  and  sea;
From  North  to  South,  from  East  to  West,

He  profits  most  who  serves  the  best;
R-O-T-A-R-Y,

That  spells  Rotary.
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